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2021．11．7 礼拝 「日々互いに励まし合いましょう」

○ ヘブル人への手紙 3章に入りました。私たちにはいつも取りなしていてくださる永遠
の大祭司、イエス･キリストがいてくださいます。私たちのことを同情してくださり、励

ましてくださいます。

神様はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。救われた

人はやがて互いに励まし合い、祈り合うようになります。

キャンプファイヤーの薪は一本燃えていたら、それはそれで良いのですが、はやり弱い

です。二本三本と合わさっていくと、その火は強くなります。

聖書に「二人か三人がわたしの名において集まっているところには、わたしもその中に

いるのです」（マタイ 18：20）とあります。2，3人が集まってお祈りするときに、そのま
ん中に主イエス様がいて下さることを、聖書から知ることができます。一人だったら直ぐ

にお祈りが終わってしまうところを、2，3 人いると互いに励ましてお祈りをすることが
できますでしょう。

互いに、ということは素敵な響きがありますね。

さて、今日のみことばは

「今日」と言われている間、日々互いに励まし合って、だれも罪に惑わされて頑なになら

ないようにしなさい。 ヘブル 3：13
○

1，大祭司イエス様
2，心を頑なにしないで 詩篇 47
3，互いに励まし合いましょう

1，大祭司イエス様
私たちはヘブル書 1，2章でイエス様がどういう方か学びました。
イエス様はまことの神様であり、父なる神様と天地万物をお造りになられたお方、

そして私たちを死の恐怖から解放してくださいました。イエス様は永遠の大祭司で、

弱い私たちのことを同情してくださって、父なる神様に取りなしてくださいます。

皆さん人生には山もあり谷ありですね。でも、「私たちが告白する、使徒であり、

大祭司であるイエス」様（ヘブル 3：1）を見ていたら大丈夫です。
車の免許を取り立てのある姉妹が話してくれました。「私が運転すると右に左にい

ってまっすぐに進めなんです」それを聞いていたある兄弟が「もっと先を見て運転

してみてはいかがですか、車の直ぐ先を見て運転するから右に左に行っちゃうと思

いますよ」その後その姉妹の運転はとても上手になりました。運転は向こうを見な

がらもあちこち気を配ったり、音の変化を捉えたりしますが。運転に関しては、ボ

ンネットの直ぐ先しか見ていなかったら困ってしまいます。

決して変わる事の無い、永遠の大祭司イエス様を見上げましょう。困難が来たと

き、直ぐ目の前の困難、辛さ、を見ているのではなく、確かにこのあたりに困難、

辛さはあるけれど、私には永遠の大祭司イエス様がいてくださる。「イエス様、宜し

くお願いします」そうお祈りしながら進んできませんか。

出エジプト記にはモーセが出てきました。

モーセは神の家、神の幕屋を造るために忠実にそれを伝え、それが書き留められ、

神様から知恵が与えられたベツァルエルや他のひとたちによって、その資材は喜ん

で献げた人達によってもたらされました。ですから、モーセは神の家全体の中でし

もべとして忠実」（3：5）でした。
キリストであるイエス様は、神の家を治めることに忠実でした。

私たちは実は神の家なんですよ。と聖書は語っています。

私たちは出エジプト記で、神の幕屋のことを学びましたが、私たち自身が神の幕

屋、神の家、その中に主イエス様がいて下さる。かたじけなくも神様が御臨在して

下さっているのです。

2，心を頑なにしないで 詩篇 47
出エジプト記で良く出てきたことばに、うなじのこわい民 ということばです。こ

のことばは、意味が分からない方もあるかもしれません。「うなじのこわい民」というの

は、「こころが強情で神様にすぐ不平、不満をいうような民」ということです。

エジプトから出てきたイスラエルの民は、水がない、パンがないといっては神様に
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不平を言いました。神様はとてもあわれみ深いお方で、イスラエルの民をエジプトから導

き出しされた時に、紅海の方に導かれました。

そのことが出エジプト記 13：17-18（旧 122頁）に書かれています。
「さて、ファラオがこの民を去らせたとき、神は彼らを、近道であっても、ペリ

シテ人の地への道には導かれなかった。神はこう考えられた。「民が戦いを見て心

変わりし、エジプトに引き返すといけない。」

それで神はこの民を、葦の海に向かう荒野の道に回らせた。イスラエルの子らは隊

列を組んでエジプトの地から上った。」

イスラエルの民は GPS は持っていません。昼間は雲の柱、夜は火の柱をもって導か
れました。ですから自分達はどちらに向かっているのか、約束のカナンの地の方な

のか、違う方向なのかは分かりません。分からなくてもいいことがあります。しか

し、神様は信じるもののことを良くご存知で、守り導いて下さっています。

イスラエルの民がいきなり戦いを見たときに、恐くなって、またエジプトに戻っ

てしまう可能性があることを神様はご存知で、敢えて紅海の方に導かれ、神様が大

いなる力で、紅海を二つに分け、そして乾いた道をイスラエルの民は通っていきま

した。また神様がおっしゃるようにモーセが祈った時に、紅海は元のようになって、

後続のエジプト軍は水に飲み込まれてしまいました。これは圧倒的な勝利です。

その後、神様はパンであるマナもくださって、律法、そして神の幕屋建設をさせ

て下さいました。神様を中心に礼拝を献げ、神様みことばを信じて歩める幸せを教

えてくださいました。

モーセはイスラエルの 12 の部族から 12 人を選んで、約束の地カナンを 40 日に亘
って探らせました。

12 人が帰って来てまず 10 人が報告しました。その地はものすごく良い地です。乳
と蜜の流れる地。羊や山羊が沢山住んでいて、羊や山羊から乳が、そしてナツメヤ

シの木があって、つまり水が豊かで ナツメヤシから 甘い蜜のような実を食べる

ことができる、ぶどうなんかみてください、こんなです。採ったブドウの房を二人

が棒で担いで帰って来ました。恐らくそれは地に着きそうなほど大きなぶどうだっ

たのでしょう。（民数記 13：23－ 24）
ここまでは良いのですが、でもそこにはネフィリムの子孫のアナク人、大男達が

住んでいて、私たちはイナゴのようでした。（民数記 13：33）ですからそこを占領す
るなんて、絶対無理無理。10 人はイスラエル人に悪く言いふらしていったのです。
それを聞いていた民は、次々にそのことが伝えられて行きます。そして皆泣いた

というのです。

ところがここに二人の勇者がいました、ヨシュアとカレブです。彼らはなく人達

をだませるようにして、語り始めます。

私たちが主の御心にかなえば、私たちはそこに入って行って、勝利を得ることが

できる、私たちはできる。進もう！ と

ところが否定的なことばというのは、厄介なものです、直ぐに広まってしまい、

人をくじいてしまいました。民は「もうだめだ、もうむりだ」と思ってしまったの

です。

皆さん、エジプトの騎馬、戦車の大群と比べたら、 カナンの戦士などは取るに

足らないものです。大切なのは神がともにおられるか、神様がともに戦ってくださ

るかということです。

イスラエルの民の不信仰に、神様は 40 日、一日を 1 年として 40 年の間イスラエ
ルの民は荒野を進む。そしてこの 40 年の間に不信仰になった人達は皆息絶える。そ
して新たな世代の人達、12 人の内の ヨシュアとカレブだけが約束の地に入ること

ができると仰るのです。

ヘブル 3章 7節から 11節は詩篇 95篇からの引用です。
詩篇 95篇は 神様への讃美で始まっています。

さあ、主に向かって、喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって、喜び叫ぼう。

私たちはその牧場の民、その御手の羊 詩篇 95：1，7

神様への讃美の後で続くのが

「今日 もし御声を聞くならあなたがたのこころを頑なにしてはならない」
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そう続きます。

イスラエルの歴史、出エジプトのことが出てきます。水がない、食べ物がない、

ある人はエジプトに帰りたいと言いました。 神様がおられるのに、不満、不信仰

の態度をもつのは 心を頑なにしている人達の姿でした。

そのイスラエルの民を見捨てることをなさらず、安息日の分を含め毎日マナを与

えてくださって、神様を中心にイスラエルの民が生活をすることができるように、

訓練をしてくださいました。

ヘブル 3：9 「四十年の間、わたしのわざを見た」40 年の間も、神様が守り導い
て下さって、素晴らしい奇蹟の連続の日々を見せてくださいました。

皆さん 信仰というのは 「神の御声を聞く」所から始まります。

神様が私たちに語ってくださるおことばに アーメン。 はい 聴き お言葉通

り進みますとお祈りしましょう。

3，互いに励まし合いましょう
13節に、「互いに励まし合いましょう」とあります。
「だれも罪に惑わされて頑なにならないように」

ヘブル書 3章、そして出エジプト記のことが書かれてありますが、そこから知る罪
というのは、まず神様の言葉を聞いても頑なにしてしまう態度、そこから不平、不

満、神様では不十分、自分達の神、金の子牛を造ってくれという人までてきました。

皆さん、どんなに周りが変わっても、変わらない、信頼できる方神様を信じる人

達がいます。

今士師記を日々のみことばで学んでいますが、表面的には出てきませんがそこに

は残りの民 レムナント という真実な人達がいました。その人達は勇士たち、祭

司達、族長よりも、真実な信仰を持っていて、神様を信じ、神様を愛していた人達

です。

また罪というのを考える時 内側に弱さがあって 乗り越えなければいけないと

思いながらも乗り越えないので、悩んでしまうという人もいます。依存症で苦しん

でいる人達です。

私が最初にあった依存症は シンナーの依存症の少女でした。3 メートルも離れて
いるのに、シンナーの匂いプンプンして、目は虚ろ。教会に来ても座っていられな

いので、ソファーに横になっていました。夜の伝道会の時です。終わった時、側に

行って「○○さん 来てくれてありがとう」をそう言うと「うん」と頷いてくれま

した。良い時も悪いときもありましたが、一人でどうすることもできない依存症。

一人で悩まずに一緒に祈ってもらえる人がいると、神様がその人の弱さに助けを与

えてくださいます。一緒に祈りまた励まされて救い、洗礼の後献身、神学校に行っ

て牧師になりました。

依存症の会というものもあります。AA アルコホーリクス・アノニマス（無名のア
ルコール依存症の人）名前を明かさずに、いろいろな依存症の人達が自分の体験を

語ります。そうすると自分の中から「一人ではないんだ、自分と同じ人がいるんだ、

あの人はそこから依存症から回復していったんだ、だったら私もできるかもしれな

い」そうして励まされています。素晴らしい働きだと思います。愛子さんがおられ

る救世軍の施設にも、アルコール依存症から回復するための施設があります。

私たちは罪に対して弱いものです。その罪の弱さは、その人によって分野が違う

ようです。ですから、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて頑なにならな

いように。

これはヘブルの人達だけではなく、私たちへのことばです。

○

先週体調を崩して、祈祷会の時には私はベッドに横になっていました。今はほぼ回復し

ています。お祈りを感謝します。

祈祷会の時、横になったまま、Zoom で讃美を聴き、お証しを聴き、容子牧師のお話を
聞いていました。とてもだるくて、まどろむときもありましたが、祈祷会って本当にいい

なあと思いました。互いに励まし合う場です。私の体調のためにも皆さんがお祈りしてい

てくださるのが聞こえていました。本当にありがたいです。

水曜日の午前、夜に祈祷会という恵みの機会がありますので、そこにもご参加ください。

祈祷会も互いに励まし合う時です。今日の午後行われる、ハレルヤ会、エリの会の交わ
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り、来週の百合の会の交わりもそうです。互いにお祈りしあうことは本当に幸いです。そ

うして互いに励まし合うことができます。

○

私たちは、「今日」と言われている日を生きています。神様は私たちに語りかけて下さ

っています。

私が中学生のときに、朝、ラジオ英語会話というのを一人で聞いていました。講師は東

後勝明という先生でした。ラジオは真空管ラジオですから、電気をつけてからしばらくす

ると暖まってきてそれから音が出ます。そして、ネコの目のようなランプがあって、チュ

ーニングをするとそのネコの目のようなのがかなり明るくなって、良い音がでました。

それが私の毎日の日課でした。

後で分かったのですが 東後勝明先生は 後にイギリスに留学をされ、そこでイエス様

を信じてクリスチャンになって、いのちのことば社から「ありのままを生きる」という信

仰の本も出されたということでした。

朝、スイッチをつけてチューニングして 毎日聞いていたとき、それとっても楽しいと

きでした。

二つのお勧め

1，一つは 朝のスウィートアワー

これから寒くなりますけれども、毎朝 聖書をまず開いて、心を静め、チューニングし

て聖書を読んでお祈りしてみましょう。 神様は そう その時を「今」として語りかけ

てくださいます。5分からでも良いのです。始めてみてください。
そして互いに励まし合いましょう。 祈祷会では、聖書を読んで教えられたこと、今抱

えている課題などを出しあって、互いにお祈りをし、励まし合っています。そして宣教の

為にお祈りしています。

皆さん、そこに主イエス様がいて下さいます。

2，日々のみことば
今日々のみことばのメーリングリストに入ってくださっていて、聖書から教えられたこ

とを短く投稿をしはじめています。土曜日の容子牧師の投稿は

イスラエルの子らが主に叫び求めたとき、主はイスラエルの子らのために一人

の救助者を起こして、彼らを救われた。それはカレブの同族ケナズの子オテニエ

ルである。" (9)
最初の士師オテニエル。

頑なな生き方を続けていた民の叫びにも、神さまは応えて一人の救助者を与えて

くださった。頑なな生き方を続けていた私のために、ひとりのみどり子が与えら

れた。救い主イエスさま。昨日、兄姉方が飾ってくださったクリスマスツリー

の美しさを思い返しつつ、神さまに感謝です。備え日の一日、兄姉方とご家族が

支えられますように。

私も日々のみことばのメーリングリストで、いろいろな方の投稿を見て見たいと言う方

は仰ってください、直ぐ登録しますから。

これは必ず投稿しなければいけないというものでも、返信をしなければというものでも

ありません。投稿はちょっとと言う方は、ノートに教えられた事を短く日記とともに書い

て見てはいかがでしょうか。兄弟姉妹と電話をするときに、今週こんなところで教えられ、

励まされ、守られたということを語ると、互いに励まし合うことに、そしてその励ましは、

祈りの時となるでしょう。

3，今日 ということが書かれてありました。今は恵みの時、救いの日ですと聖書にあ

ります。不安は沢山なっても、神様が救いに招いて下さっていると「今日」感じたら、ぜ

ひ牧師に教えてください。一緒にお祈りをし、神様からの救いのプレゼントを受け取って

下さい。信仰を持つとさらに互いに励まし合うということの意味が分かって来ます。

それでは

今日のみことばを読んで見ましょう。

「今日」と言われている間、日々互いに励まし合って、だれも罪に惑わされて頑なになら

ないようにしなさい。 ヘブル 3：13


